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研究成果の概要（和文）：筋萎縮を起こした筋の回復を促すための運動負荷強度に健常筋肥大のための運動負荷
と同様に筋損傷が必須であるかどうか確かめるために、筋萎縮モデルマウスに強度が異なる運動負荷をし、筋損
傷発生と筋萎縮回復との関係を検証した。その結果、一定強度以上の運動負荷に筋力や筋線維の太さの回復促進
がみられたが、筋損傷を引き起こすことは必須ではなかった。また筋損傷の程度が大きくなると筋萎縮からの回
復促進効果は弱まった。筋損傷の発生は筋衛星細胞の活性化に関与するが、活性化した筋衛星細胞は筋損傷の再
生に動員され筋萎縮からの回復が遅れたと考える。つまり、損傷を起こさない強度の運動が筋萎縮からの回復促
進に有効であると考える。

研究成果の概要（英文）：To clarify the relationship between muscle injury and the facilitating 
recovery of atrophied muscles, mice recovering from atrophied muscles underwent repeated isometric 
training with varying joint torques using electrical stimulation. As a result, the functional and 
histological effect from the muscle atrophy were worked on by applying exercise equal to or greater 
than a definite intensity level. However, the application of intense exercise caused vicious muscle 
injury inhibited recovery of muscle strength and myofiber size. These data indicate that resistance 
training without muscle damage facilitates efficient recovery from atrophy.

研究分野： 理学療法学

キーワード： 筋萎縮　筋損傷　炎症反応　運動負荷強度
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
健常筋を肥大させるためには 1RM の 60～

80％の強度の運動負荷が必要であるといわ
れ、アスリートや健常者スポーツの場面で用
いられる（ACSM, 2006）。また、健常筋に対
して1RMの70％の強度で運動負荷すると筋損
傷を引き起こすことが知られる。このように
筋肥大に有効な強度と筋損傷を引き起こす
強度に同等の報告があることから、筋肥大の
ためには、筋損傷を引き起こす強度の運動負
荷が有効であると考えられる。一方、リハビ
リテーションにおいても、萎縮筋の回復促進
のために健常筋の肥大に有効とされる強度
の運動負荷が用いられているが、筋萎縮など
の病態をもった患者や高齢者に痛みや機能
障害を伴う筋損傷を生じさせる運動負荷が
現実的とはいえず、その効果の検証は不十分
であった。 
 そこでこれまでに我々は、尾部懸垂による
後肢筋の筋萎縮モデルマウスに対して立ち
上がり運動を負荷する実験を行い、運動負荷
が筋萎縮からの回復促進に有効であること
を明らかにした（図 1）。この萎縮筋の回復
変化は、健常筋の肥大時よりも出現時期が早
く、変化量が大きいことから、萎縮筋の回復
時と健常筋の肥大時とでは異なるメカニズ
ムが働いていると考える。従って、健常筋の
肥大に有効とされる運動負荷方法をそのま
ま萎縮筋に対して用いることは適切でない
と考えられるが、萎縮筋に対してどのような
運動負荷が最も有効かはわかっていない。 

図 1 運動による筋線維横断面積と筋線維核数
の変化を示す。運動により健常筋が肥大するに
は 8-12 週間かかるのに対し、尾部懸垂により萎
縮した筋はわずか 1 週間で正常レベルまで回復
する。萎縮筋に運動を負荷すると短期間の間に
正常値の 1.5 倍に増加する。 
 
また、この運動による筋萎縮からの回復促

進時、筋衛星細胞由来と考えられる新生細胞
が既存の筋線維に融合し、筋線維核の数が正
常の 1.5 倍にまで増えることも判明した（図
1）。筋衛星細胞の活性化、分化、融合とい
った現象は、筋損傷からの再生時にも報告さ
れている。以上のことから運動による筋萎縮
からの回復促進効果にも筋損傷や炎症反応
の発生が関与していると予想されるが、正常

な筋の肥大時と同様に、筋損傷を引き起こす
強度の運動負荷が萎縮筋の回復促進に有用
もしくは必須であるかどうか不明である。 
 
２．研究の目的 
筋萎縮を起こしたマウスに対して、電気刺

激により強度をコントロールした等尺性筋
収縮運動を負荷し、筋損傷を引き起こす強度
と起こさない強度の運動負荷を与える。そし
てこのときの筋の形態の変化を中長期的に
観察し、筋萎縮からの回復促進に対する筋損
傷の影響を明らかにする。 
 
３．研究の方法 

筋損傷を引き起こす運動強度の確認 
C57BL/6J 雄性マウス（10週齢）に対して、

2 週間の尾部懸垂を施し後肢筋を萎縮させた。
なお、実験期間中マウスは、12 時間毎の明暗
サイクルで飼育し、餌や水は自由に与えた。
また、本研究は所属機関の動物実験委員会の
承認を得た後（名古屋学院大学：2007-007、
2014-001）、「研究機関等における動物実験等
の実施に関する基本指針」（平成 18 年文部科
学省）に則って行った。 

この筋萎縮モデルマウスに、すでに開発し
てあるマウス用等尺性筋収縮運動装置（図 2、
伊東, 2013）を用いて異なる強度の運動負荷
を与え、筋損傷を引き起こす強度と引き起こ
さない強度の境界を確認した。なお、与える
運動負荷強度は、各々最大足関節底屈トルク
の 10％、40%、60%、90%を初回の収縮に発揮
する運動とした。運動開始 3、7 日目に各々
の強度で運動負荷したマウスからヒラメ筋
を採取し、筋線維の損傷の有無、程度を確認
した。 

 
筋線維の損傷の有無、程度の確認は、麻酔

下にて剖出したヒラメ筋を厚さ 8 µm に薄切
し、Hematoxylin- Eosin（H-E）染色を施し

図 2 マウス用等尺性筋収縮運動装置の模式図
を示す。麻酔下のマウス下腿後面への電気刺
激時に、足底板に加わる力から足関節底屈筋
群が発揮するトルクを算出し、モニターする。電
気刺激の電流値を変化させることで、運動開始
時に発揮されるトルクを調整し、強度に再現性を
もって運動負荷を与えることができる。 



て、マクロファージが浸潤した線維、すなわ
ち筋線維の損傷像の有無を観察することで
行った。また、同様に作製した凍結横断切片
に、抗 developmental myosin heavy chain 
(dMHC)抗体を用いた免疫組織染色を施し、再
生した筋線維を観察した。具体的には、切片
を 4% paraformaldehyde 溶液で固定処理し、
3% bovine serum albumin in PBS でブロッキ
ング処理した後、1次抗体（マウス抗 dMHC 抗
体；1:40, Vector、ウサギ抗 laminin 抗体；
1:1000, Sigma-Aldrich）でインキュベート
した。洗浄後、2次抗体（Alexa Fluor 568® 抗
ウサギ IgG 抗体 1:400, Molecular Probes、
Alexa Fluor 488® 抗マウス IgG 抗体；1:400, 
Molecular Probes)と DAPI (10 µg/mL)のカク
テルでインキュベートし、洗浄、封入後、顕
微鏡下で観察した。さらに、新生、再生した
筋線維に特徴的な中心核を持つ線維の数を
同じ染色像から計測し、その割合を群間で比
較した。 
 
異なる強度の運動負荷による筋損傷発生と
筋萎縮からの回復促進効果との関係解析 
 筋萎縮モデルマウスに、確認した筋損傷を
引き起こす強度（最大足関節底屈トルクの
10％、40%）と引き起こさない強度（最大足
関節底屈トルクの 60％、90%）各々で運動負
荷を与え、日々の最大足関節底屈トルクの回
復変化を比較した。また、運動開始から 7日
目の筋の横断切片に免疫組織染色を供し、筋
線維横断面積の回復程度、筋線維核数の変化
を評価することで、筋萎縮からの回復促進効
果を検証した。 
 最大足関節底屈トルクは、運動負荷に用い
たものと同じ装置を用いて測定した。測定は
尾部懸垂から解放後毎日実施し、運動負荷の
影響を軽減するため、間隔を 4時間以上空け
た。筋線維横断面積は、薄切切片に H-E 染色
を施して画像解析ソフトにて測定した。筋線
維核数は、同様に作製した凍結横断切片に抗
dystrophin 抗体を用いた免疫組織染色と
DAPI を用いた核染色を施し、筋線維の核を識
別しながら測定した。具体的には、切片を 4% 
paraformaldehyde 溶液で固定処理し、3% 
bovine serum albumin in PBS でブロッキン
グ処理した後、1 次抗体には、ウサギ抗
dystrophin 抗体(1:400, Santa Cruz)、2 次
抗体には Alexa Fluor 568® 抗ウサギ IgG 抗
体を用いてDAPI(10 µg/mL)とともにインキュ
ベートした。洗浄、封入後、顕微鏡下で観察
し、筋線維 1本あたりの筋線維核数を計測し
て群間で比較した。 
 
４．研究成果 
萎縮筋に筋損傷を引き起こす運動強度 
尾部懸垂から解放して運動負荷を3日間行

うとヒラメ筋 H-E 染色像において (図 3A)、 
最大足関節底屈トルクの 40%と 60%の運動負
荷強度を境に、損傷したと考えられる単核細
胞が浸潤した筋線維の有無が分かれた。2 週

間の尾部懸垂によって筋萎縮を起こしたヒ
ラメ筋には、最大足関節底屈トルクの 60%以
上の運動負荷強度で運動を負荷すると筋損
傷を生じることが分かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図3 運動開始3日目のヒラメ筋H-E染色像（A）
と dMHC（緑）、laminin（赤）、DAPI（青）の免疫組
織染色像（B）を示す。60、90% の負荷強度で運
動した筋で多くの単核細胞の浸潤、dMHC 陽性
である新生筋線維が観察された。運動開始 7 日
目の中心核線維の割合（C）は、90% の負荷強
度で運動した筋で有意に多かった。*p<0.05 vs. 
運動なし、†p<0.05 vs. 萎縮なし。 
 
また上述の筋損傷を裏付けるように、尾部

懸垂から解放後 3 日目の dMHC の免疫組織化
学染色では(図 3B)、 最大足関節底屈トルク
の 60%以上の運動負荷強度で運動を負荷した
筋で、新たに生まれたと考えられる dMHC 陽
性の筋線維が観察された。さらには、尾部懸
垂解放後7日目の筋の筋線維膜と核の染色で
は, 中心核を持った筋線維; 数日以内に新
生したと考えられる線維が観察され、これら
の線維の割合が最大足関節底屈トルクの 90%
の運動負荷強度で運動を負荷した筋でのみ
多い割合で存在した(図 3C)。 以上のことか
ら、最大足関節底屈トルクの 60%以上の運動
負荷強度で運動を負荷すると筋損傷を生じ、
筋線維の再生が多く生じると考えられる。 
 
運動負荷による筋損傷発生と筋萎縮からの
回復促進効果との関係 
① 足関節最大底屈トルクの回復 



2 週間の尾部懸垂により筋を萎縮させると、
足関節最大底屈トルクは筋萎縮を起こして
いないマウスのトルクに比べて約 40%小さく
なる（図 4）。このマウスに筋損傷を生じない
最大足関節底屈トルクの 40%の強度で運動負
荷を行うと、10%の強度で行った場合よりも
早く、筋萎縮を起こしていないマウスのトル
クの値に近づいた。筋損傷を生じさせる最大
足関節底屈トルクの 60%の強度で運動負荷を
行った場合も、筋萎縮を起こしていないマウ
スのトルクの値に早く近づいた。つまり、筋
損傷を引き起こす強度の運動を負荷しなく
ても、萎縮を起こした筋の筋力回復を促進で
きることが分かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 4 40、60% の負荷強度で運動したマウスの
足関節最大底屈トルクは、トレーニング開始1-4
日目で、運動負荷しなかったマウスのトルクより
も有意に大きかった。また、トレーニング開始 4
日目には筋萎縮を起こしていないマウスのトル
クとの間に有意な差がなくなった。*p<0.05 vs. 
運動なし、N not significant from 萎縮なし。 
 
② 筋線維横断面積の回復 
2週間の尾部懸垂により筋線維横断面積は

約2/3のサイズまで萎縮した。そこから、60%
の強度で運動負荷を行うと筋線維の損傷像が
観察され始める3日目では、筋線維横断面積が
運動しなかったマウスの筋の面積と有意な差
がなく（図5A）、筋萎縮からの回復が促進され
ている様子はなかった。この傾向は筋損傷を
生じていない10%、40%の強度で運動負荷を行
ったマウスの筋、より損傷の程度が大きい90%
の強度で運動負荷を行ったマウスの筋でも同
様であった。ただし、2000 µm2前後の横断面
積をもつ筋線維の割合は、40%、60%の強度で
運動負荷を行ったマウスの筋で多く、筋萎縮
からの回復促進効果の始まりは捉えられたと
考える。ただし、この時点での40%、60%の強
度の間では、筋損傷の有無による筋萎縮から
の回復促進効果の差異は見られなかった。 
尾部懸垂から解放後7日目の筋では、60%の

強度で運動負荷を行った場合、筋線維横断面
積が運動しなかったマウスの筋の面積よりも
有意に大きく、萎縮していないマウスとの間
に有意な差がなかった(図5B)。一方、10%の強
度で運動負荷したマウスの筋の筋線維横断面

積で、運動しなかったマウスの筋の面積との
間に有意な差がなく、同じようなヒストグラ
ム分布を示した。つまり、筋萎縮からの回復
促進効果は40%以上の強度で運動負荷を与え
た時に現れたが、筋萎縮からの回復促進効果
を得るために、必ずしも筋損傷を発生させる
強度の運動負荷は必要ないことが分かった。
さらに、90%の強度で運動負荷を行ったマウス
の筋では、運動しなかった場合に比べて筋線
維横断面積が有意に大きかったものの、萎縮
していない健常なマウスの筋の面積までには
届かなかった。また、ヒストグラムは10%の強
度での運動負荷の場合や運動負荷をしていな
いマウスと近い分布であった。特に径が小さ
い筋線維 (100-500 µm2) が観察された。60%
の強度の運動負荷の場合に比べ、90%の強度で
は筋損傷の程度が大きく、筋萎縮の回復促進
効果が大きく得られなかったと考える。 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 5 A：尾部懸垂から解放後 3 日目の各群の
筋線維横断面積の箱髭図。箱中の線は中央値、
箱の上下辺は各々四分位値、髭は各々10%、
90%位値を示す。*p<0.05 vs. 運動なし、†p<0.05 
vs. 萎縮なし。B: 尾部懸垂から解放後 3 日目の
各群の筋線維横断面積のヒストグラム。40%・
60% の強度で運動負荷を行ったマウスで健常
な筋に多い径が大きい線維が見られた。C: 尾
部懸垂から解放後 7 日目の各群の筋線維横断
面積の箱髭図。箱中の線は中央値、箱の上下
辺は各々四分位値、髭は各々10%、90%位値を
示す。*p<0.05 vs. 運動なし、†p<0.05 vs. 萎縮な
し。D: 尾部懸垂から解放後 7 日目の各群の筋
線維横断面積のヒストグラム。40%・60% の強度
で運動したマウスの筋は健常なマウス筋の分
布と似ており、10% と 90% の強度の運動負荷で
は運動を行わなかったマウスと近かった。 



③ 筋線維核数の変化と筋衛星細胞の活性化 
筋線維サイズと筋線維核数の間には正の

相関があるといわれている。また、成熟した
筋線維の核は分裂しないため、筋線維核を増
加させるには外から取り込む必要があると
考える。この筋線維核の補充に関わると考え
られるのが筋基底膜に存在する筋衛星細胞
である。一方、筋損傷が生じたときにも壊さ
れた筋線維の再生のため、筋衛星細胞が関与
する。そこで、尾部懸垂後に運動負荷し筋線
維横断面積が変化する過程での筋線維核数
と筋衛星細胞に変化が生じるかどうかを解
析した。その結果、尾部懸垂から解放して 7
日目には 40%、60%、90%の強度で運動負荷を
行ったマウスの筋の筋線維核数が、筋萎縮を
起こしていないマウスの筋と比べ有意に多
くなった(図 6A)。中でも 40%の強度の時が最
も多かった。さらに、静止期の筋衛星細胞と
考えられる Pax7 陽性の細胞の数が多く見ら
れ、Pax7 と分化が進行した時に発現される
MyoD、myogenin との共染像が観察された。 以
上のことから、40%以上の強度で運動負荷を
行うと、筋線維横断面積の回復促進に伴って、
筋衛星細胞が活性化し筋線維核数が増加す
ることが示唆された。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6 A：トレーニング開始 7 日目の各群の筋線
維 1 本当たりの筋線維核数。40%、60%、90% の
強度で運動負荷したマウスの筋で多かった。
*p<0.05 vs 運動なし、†p<0.05 vs. 萎縮なし。B:ト
レーニング開始 7 日目の各群の Pax7 陽性細胞
の割合。40%、60%、90% の強度で運動負荷した
マウスの筋で多かった。*p<0.05 vs. 運動なし、
†p<0.05 vs. 萎縮なし。Pax7 と MyoD（C）、MyoD
と myogenin（D）の免疫組織染色像。40%、60%、
90% の強度で運動負荷したマウスの筋で共染
像が多く観察された。 

尾部懸垂による筋萎縮後に強度が異なる
等尺性筋収縮運動を負荷し、筋損傷を引き起
こす強度か否かに着目して、その筋萎縮から
の回復促進効果を検証した。その結果、最大
発揮トルクの 40% 以上の強度で運動負荷を
行うと、筋萎縮後に運動を行わない場合、最
大発揮トルクの 10%の強度で運動した場合に
比べ、最大等尺性筋収縮時のトルクが早く回
復し、筋線維横断面積の回復促進と筋線維核
数の増加が著明であった。この最大発揮トル
クの 40%の強度で運動負荷を行ったときには、
筋損傷を起こした様子は観察できなかった。
一方で、60%、90% の強度で運動負荷を行っ
たマウスの筋では、筋損傷像や新生したと考
えられる径が小さい筋線維像が観察され、筋
損傷を起こすか否かの強度の境は最大発揮
トルクの40%と 60%の間にあると考えられた。
なお、60%の強度の時に比べ 90%の強度で運動
負荷を行うと、より広い範囲で筋線維の損傷
が起きることが分かった。 
最大等尺性筋収縮時のトルクや筋線維横

断面積の回復促進効果は、40%の強度で運動
負荷したときに最も大きかった。つまりほと
んど筋損傷が起きていなくとも筋萎縮から
の回復が促進されることがわかった。正常筋
の肥大には、強い運動強度でおこる筋損傷が
必要であるという報告があるが、必ずしも筋
損傷が必要ではないという報告もある。萎縮
筋の回復促進に関しては、少なくとも早い段
階での筋損傷は、回復促進を遅くすることが
本実験で判明した。その理由には、筋損傷後
に起こる筋線維の新生から、その太さの成長
過程に要する時間が加わったことが考えら
れる。前述の通り、筋線維をサイズと筋線維
核数には関係性があり、筋線維核数の変化に
は筋衛星細胞が関与すると考えられる。活性
化した筋衛星細胞は既存の筋線維に融合す
ることで筋線維核数を増やし、筋線維サイズ
の増大に関わるタンパク合成を効率化させ
ると考えられる。他方筋損傷の発生は筋衛星
細胞を活性化させることが報告されている。
ところが、筋損傷が存在すると再生のため損
傷した筋線維の新生のため活性化した筋衛
星細胞が動員されなければならない。具体的
に本研究結果を例に挙げると、60%、90%の強
度の運動負荷では、萎縮した筋線維の太さの
回復を促進させるのと同時に、筋線維を損傷
させ、そこから再生する経過を辿る。そのた
め、筋全体として 1週間の期間で増殖、活性
化した筋衛星細胞の範囲では、筋損傷の再生
に役割が割かれ、筋線維が正常な太さまで回
復しなかったと考える。ただ、損傷量が少な
かった 60%の強度の運動負荷では、尾部懸垂
後１週間の底屈トルクが、最も効果のあった
40%の強度の運動負荷の時と同等のトルクま
で回復していた。また、筋線維横断面積はコ
ントロールに比べて小さく 40%の強度の運動
負荷の効果に及ばなかったものの、そのサイ
ズ分布は 40%の強度の運動負荷やコントロー
ルに近い分布を示した。筋損傷が微細な範囲、



程度に収まれば、ある程度の筋萎縮からの回
復促進効果は得られるのかもしれない。ただ
しやはり、筋損傷の発生は必ずしも筋萎縮か
らの回復促進効果を得るためには必要では
ないと考えられる。 
まとめると、筋損傷の発生と筋萎縮からの

回復促進効果との関係を調べるため、再現性
のある強度での等尺性筋力トレーニングを
筋萎縮マウスに加え、筋損傷を発生させる強
度の運動負荷か否かで筋萎縮から回復の程
度を比較、検証した。筋萎縮からの回復促進
には、筋損傷を引き起こす強度の運動負荷を
行っても効果が弱まることがわかった。萎縮
したマウスの筋に対しては、筋損傷を起こさ
ない最大筋力の 40%程度の運動負荷が回復を
促進させるために至適であると考える。 
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